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概要

SNMP ベースのネットワーク管理アプリケーションで最も一般的に使用される ID の 1 つは、イ
ンターフェイス インデックス（ifIndex）値です。 ifIndex は、物理または論理インターフェイス
に関連する一意の識別番号です。 ほとんどのソフトウェアでは、ifIndex がインターフェイスの名
前になります。 関連する RFC では、特定の ifIndex 値とそのインターフェイスの間の一致がリブ
ート後も維持されることを要求していませんが、デバイスのインベントリ、請求、障害検出など
のアプリケーションは、この一致に依存しています。

次の通り RFC1213 （MIB2）は最初の ifIndex を定義します:

「各インターフェイスは ifIndex オブジェクトの固有の値によって識別され、次の通り ifIndex の
説明は値を抑制します: その値は ifNumber の 1 と値の間で及びます。 各インターフェイスの値は
エンティティのネットワーク管理 システムの 1 再初期設定から次の再初期設定に一定している少
なくとも残る必要があります」。

ただし、最新の IETF RFC 2863 （ネットワーク・インターフェイスのダイナミック 付加か取り
外しを可能にするデバイスの高められた数を取り扱うためにインターフェイス グループ MIB）に
従って、ifIndex 定義は変更されました。 RFC 2863 で採用されるソリューションは ifIndex の値
が ifNumber の値より削除し小さい、現在の定義を含む ifNumber をです要件を保つこと。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。



使用するコンポーネント

IOS プラットフォームおよびイメージによるこの機能のほとんどの最新 サポート情報の場合、機
能ナビゲーター ツールのインターフェイス インデックス パーシステンスを捜すことができます
。

次のプラットフォーム（Cisco IOS Release 12.2 のより遅い含まれた）の Cisco IOS Release
12.1(5)T から開始するこの機能のためのサポート:

Cisco 800 シリーズ●

Cisco 1400 シリーズ●

Cisco 1600 シリーズ（を含む 1600R シリーズ）●

Cisco 1700 シリーズ●

Cisco 2500 シリーズ●

Cisco 2600 シリーズ●

Cisco 2800 シリーズ●

Cisco 3600 シリーズ（を含む Cisco 3620， 3640 および 3660）●

Cisco 3800 シリーズ●

Cisco 4500 シリーズ●

Cisco AS5300●

Cisco AS5400●

Cisco AS5800●

Cisco 7100 シリーズ●

Cisco 7200 シリーズ（を含む Cisco 7202、7204、および 7206）●

Cisco 7500 シリーズ（を含む Cisco RSP7000）●

次のプラットフォームの Cisco IOS Release 12.0(11)S からの Cisco IOS Release 12.0S では、開
始するインターフェイス インデックス パーシステンス サポート:

Cisco 7200 シリーズ●

Cisco 7500 シリーズ●

Cisco 12000 GSR ファミリー●

注: CatOS デバイスに関しては、ifIndex は物理的および VLANインターフェイスのために、ない
EtherChannel インターフェイスのために自動的に持続します。 この機能はデフォルトでオンに
なり、それを消す方法がありません。 MSFC の IOS ソフトウェアは ifIndex 永続性をサポートし
ません。 Catalyst 6000 IOS は（またネイティブ モードと呼ばれる） 12.1(13)E から始まって
ifIndex 永続性をサポートします。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 こ
のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動してい
ます。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的
な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ifIndex 永続性機能の前の問題

簡単なモニタリング ソフトウェアが（MRTG のように）インターネットに行くルータ特定のシリ
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アルインターフェイスのインターフェイス統計情報をポーリングしている状況を考えてみて下さ
い。

一例として、再初期設定前にこれらの条件がある可能性があります:

物理的 なポート ifIndex
イーサネット ポート 1
トークン・リング ポート 2
シリアルポート 3

従って、管理 アプリケーションはシリアルポートに対応する ifIndex 3 をポーリングしています
。

ルータ再初期設定（再度ブートするは、等リロードします）これと同じような何かへの条件変更
後:

物理的 なポート ifIndex
イーサネット ポート 3
トークン・リング ポート 1
シリアルポート 2

管理 アプリケーションはイーサネット ポートに今対応する ifIndex 3 をポーリングし続けます。
従って、管理 アプリケーションがトラップによって、たとえば警告されなければ、ルータはリブ
ートされたこと、ポーリングされた統計情報は完全に間違う可能性があります。

ifIndex 永続性概要

Cisco IOS リリースはリブートを渡って持続できる ifIndex 値のサポートを追加します。 インター
フェイス インデックス パーシステンス 機能はより大きい正確さをトラフィックフローおよび
SNMP 統計情報のための入出力インターフェイスを識別することによってネットワーク管理 デー
タを収集し、処理するとき可能にします。 それが既知エンティティに各インターフェイスを
（ISP 顧客のような）関連付けると同時に、インターフェイス インデックス パーシステンス 機
能はネットワーク管理 データがもっと効果的に利用されるようにします。

IfIndex 永続性は IF-MIB から生成されるリブートを渡って ifDescr （か ifName）オブジェクトの
値と ifIndex オブジェクトの値間のマッピングが保たれることを意味します。

この機能は特に役立ちますのために:

SNMP： インターフェイス カウンターのモニタ●

NetFlow: インターフェイス ifIndex のレポート●

RMON: 特定のインターフェイスに基づくイベント/アラーム●

EXPRESSION/EVENT MIB: インターフェイス カウンターに基づく新しい MIB 変数の作成●

ifIndex 永続性値を操作する場合

設定



Router(config)# snmp-server ifindex persist

Router(config-if)# snmp-server ifindex persist

詳細については設定で、SNMP IfIndex 永続性を参照して下さい。

制約事項

インターフェース別 ifIndex 永続化コマンド（[いいえ] snmp ifIndex 永続性）はサブインターフェ
イスで使用することができません。 インターフェイスに適用されるコマンドはそのインターフェ
イスと関連付けられるすべてのサブインターフェイスに自動的に適用されます。

IfIndex 永続性の検証

ifIndex が正しく有効に なることを確認するために、nvram の ifIndex 表の内容を表示できます。

Router # dir nvram:ifIndex-table

Directory of nvram:/ifIndex-table

    2  -rw-           0         <no date>  ifIndex-table

126968 bytes total (114116 bytes free)

長さが 0 である場合、nvram に ifIndex アロケーションをコピーする開始を実行するコピーを実
行するために省略しました。 そうすることの後で、次を見ます:

Router # dir nvram:ifIndex-table

Directory of nvram:/ifIndex-table

    2  -rw-           283        <no date>   ifIndex-table

126968 bytes total (114088 bytes free)

ファイルの形式は次のとおりです:

名前 タイプ 説明

サイズ INTEGER3
2 この行のサイズ

ifIndex INTEGER3
2

このインターフェイス
の ifIndex

enablePersistenc
e

INTEGER3
2

永続性が有効に なれば
1

ifDescr オクテット
ストリング インターフェイス説明

FTP サーバにファイルをコピーし、バイナリファイルの内容を表示できます。 しかしそのファイ
ルを編集しないで下さい: すべての変更はサポートされていないです。 いくつかのプラットフォ
ームでファイルは圧縮された形式で保存されるかもしれません。
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Online Insertion and Removal

これはイーサネット カードを挿入し、取り外す例のリストです。

1. カードを取り外し、同じカードタイプとそれを取り替えて下さい。同じ ifIndex は新しい
カードのために新しいハードウェアの ifDescr が古い 1 つを一致する限り、割り当てられま
す

1.

2. カードを取り外し、同じカードタイプとそれをほとんど取り替えて下さい。8 ポート イー
サネット カードと 4 ポート イーサネット カードを取り替える場合、8 ポート カードの最初
の 4 つのポートに 4 ポート イーサネット インターフェイスと同じ ifIndex 値があります。
他の 4 つのポートは新しい ifIndex 値を受け取ります。

2.

3. カードを取り外し、別のカードタイプとそれを取り替えて下さい。新しいカードタイプを
、新しい ifDescr のようなインストールするとき、新しい ifIndex 値を受け取ります。 前の
ifIndex は使用されないし、ifIndex アロケーションのギャップを作成します。

3.

4. カードを取り外し、同一ルータの別のスロットにそれを置いて下さい。別のスロットにカ
ードを置くとき、新しい ifDescr があります、従って新しい ifIndex 値を受け取ります。 前
の ifIndex は使用されないし、ifIndex アロケーションのギャップを作成します。注: 動作す
るコピーを行って下さい例 2、3、および 4.の持続しコマンドを新規に割り当てられる
ifIndex 値始めます。

4.

関連情報

SNMP IfIndex 永続性●
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